読解テキストの書き換え
学習者が読みやすいグレーディッド・リーダー作成を目指して
ビクトリア大学

サンドーム田畑光恵
ニュージーランド、ウエリントン
mitsue.sandom@vuw.ac.nz

サンドーム田畑光恵 (2012) 読解テキストの書き換え学習者が読みやすいグレーディッド・リーダー作成を目指して. Extensive 

. Extensive

Reading World Congress Proceedings, 1, 182-184
Sandom-Tabata, M., (2012). Dokkai tekisuto no kakikae: Gakushusha ga yomiyasui gurededo rida sakusei wo mezashite
[Rewriting comprehension tests: Towards creating easy-to-read Japanese graded readers]. Extensive Reading World Congress
Proceedings, 1, 182-184

第二言語としての英語教育の読解研究では、Authenticity Debate（日本語での仮称を「真正論争」とする）が長年にわ
たって論じられている。
「真正論争」とは、オリジナルのテキストを唯一の「真正な」テキストとみなし、それのみを学習
者に与えるべきか（Honeyfield、1977 など）あるいは、書き換えられたテキストの有効性も認め、読解学習の中で積極的
に活用していくべきか（Bamford、1984 など）を論じるものである。英語教育では盛んになされている「真正論争」であ
るが、学問的に黎明期にある第二言語としての日本語教育の分野では、この論争が十分にはなされていない。しかし、書
き換え文の有効性を認めるかどうかは、多読を推進するか、精読に重きを置くかなどの読解指導そのものにも関わってくる
問題であり、十分な議論と実証的研究が必至であろう。本研究では、16 名の日本語の中級学習者がオリジナルのテキスト、
そして4 種類の異なる書き換えテキストを読み、母語による自由再生プロトコルを行った。一般化推定方程式（Generalized
estimating equation）による分析の結果、被験者の読解（テキスト内容の理解度）は、書き換えテキストで有意に高いこ
とがわかった。また、自由再生プロトコルの質的分析の結果、被験者は書き換えテキストでは、内容をよく理解し楽しんで
いるが、オリジナルのテキストでは、多くの未知語などが起因し、読解へのモチベーションが損なわれ、テキストの内容を
楽しめていないことがわかった。
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「理

次に終了後インタビューからは、被験者の半数以上

解度自己診断レベル、面白さレベル、内容への新密度レ

が簡略化テキストを他のテキストより好むということがわ

ベル」の 3 要素、これらすべてを変数とし、一般化推

かった。その理由には、単語や漢字がよくわかるという

定方程式により分析した。その結果、被験者の読解は、
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なお、紙で読むのとコンピュータ上で読むのと、いず
れを好むかについて聞いたところ、大多数が「紙で読む
方法」を選んだ。ただ、多くの被験者が、
「
「コンピュー
タで読む」のは、勉強には便利だ」という評価を与えて
いた。本研究では、読みにかかった時間を記録したが、
Miller と Kintsch
（1980）に従い、
一つのアイディア・ユニッ
ト再生にかかった時間を割り出したところ、コンピュータ
のポップ・アップテキストは、被験者がとても難しいと感
じたオリジナルテキストと同程度に効率が悪かった。今
後、コンピュータ上の読解の効率を更に探求する必要が
あろう。

まとめ
以上、実験的に短いオンラインのオリジナルテキスト
とそれを 4 種類の方法で書き換えたテキストを使い、中
級レベルの日本語学習者の読解と学習者がどのようなタ
イプのテキストを好むかを見た。被験者の読解は簡略化
テキストで優位に向上し、簡略化テキストはほぼ全員の
生徒から最も好まれた。一方で、難しいと見なされたオ
リジナルテキストを最も好んだ被験者はいなかった。こ
れらをまとめると、第二言語としての日本語を楽しん読
むにはどのようなテキスト、そして媒体が適しているかを
考えると、紙のテキスト（本）を用い、語義のリストなど
を付けるのではなく、文章中に自然に組み込まれた書き
換え、しかも文章の長さを短くするように努めた簡略化
（Simplification）という方法が、初級や中級前半の日本
語学習者には最も好まれるのではないかということが言
えるであろう。
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